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 学会ホームページはこちら

 セミナーの詳細はこちらをご覧ください

拝啓 初秋の候、ますます御健勝のこととお慶び申し上げます。

EメールマガジンEndoscopy News vol.34を配信させていただきます。

本号では、エンドスコピー事業部の新製品情報、イベント情報、内視鏡関連手技情報などを中心にお届けいた

します。

日頃消化器関連領域でご活躍されている皆様にとって、少しでもお役に立てれば幸いです。

Radial Jaw™ 4 Hot Biopsyのカップ形状が改良され、より使いやすくなりまし

た。

 製品カタログはこちら

販売名：ラディアルジョー4 ホットバイオプシーフォーセプス

医療機器認証番号：223ABBZX00026000

第20回 日本消化器関連学会週間（JDDW2012）が2012年10月10日（水）～13日（土）の4日間、神戸ポート

ピアホテル　他（兵庫県）にて開催されます。ボストン・サイエンティフィックは下記の通り共催セミナーを予

定しておりますのでご案内いたします。皆様の多数のご参加を心よりお待ち申し上げております。

第84回 日本消化器内視鏡学会総会 共催セミナー

サテライトシンポジウム13 
『EUS-FNAを基本から学ぶ』

日　程 ： 2012年10月11日（木）　17：30～19：30

会　場 ： 第8会場　偕楽1＋2 
（神戸ポートピアホテル）

http://www.bostonscientific.jp/


 学会ホームページはこちら

 セミナーの詳細はこちらをご覧ください

 学会ホームページはこちら

 セミナーの詳細はこちらをご覧ください

第69回 日本消化器内視鏡技師学会が2012年10月13日（土）に神戸ファッションマート（兵庫県）にて開催さ

れます。ボストン・サイエンティフィックは下記の通り共催セミナーを予定しておりますのでご案内いたしま

す。皆様の多数のご参加を心よりお待ち申し上げております。

第69回 日本消化器内視鏡技師学会 共催セミナー

ベンダープログラム 
『最新の消化管ステンティング事情』

日　程 ： 2012年10月13日（土）　10：30～11：30

会　場 ： 第2会場　エキジビション1
（神戸ファッションマート 9F）

第67回 日本大腸肛門病学会学術集会が2012年11月16日（金）・17日（土）の2日間、福岡国際会議場・福岡サ

ンパレス（福岡県）にて開催されます。ボストン・サイエンティフィックは下記の通り共催セミナーを予定して

おりますのでご案内いたします。皆様の多数のご参加を心よりお待ち申し上げております。

第67回 日本大腸肛門病学会学術集会 共催セミナー

ランチョンセミナー18
『急性大腸癌イレウスマネージメント』

～大腸用メタリックステントの可能性～

日　程 ： 2012年11月17日（土）　12：10～13：10

会　場 ： 第10会場　パレスルームA
（福岡サンパレス）



 

ボストン・サイエンティフィックでは、内視鏡手技関連の様々なテクニックや治療の実際などを第一線でご活躍

のドクターにご教授いただき、『Technical Spotlight』としてご紹介しております。

Technical Spotlight vol.17
『病理医が求める理想的な消化管生検組織とは』

－より確実な内視鏡診断・治療のために－

新潟大学大学院医歯学総合研究科 分子・診断病理学分野

味岡 洋一 先生

 内容はこちら

弊社胆管結石除去用デバイスのラインナップ、「Extractor™ Pro XL」「Extractor™ Pro RX」「Trapezoid™

RX」を使用していただいたご施設より、症例のCase Reportをご提供いただきました。製品の有用性を実感い

ただいた症例が取り上げられておりますので、ぜひご一読ください。

Extractor™ Pro Case Report
『胆管結石症例に対してExtractor™ Pro XL（Below
Type）を用いて排石した一例』

順天堂大学医学部附属順天堂医院 消化器内科

伊藤 智康 先生 　崔 仁煥 先生

『Extractor™ Pro RXによる微小総胆管結石除去のコツ』

～基礎疾患を有する総胆管結石症例に対する工夫も含めて～

岐阜市民病院 消化器内視鏡部長

向井 強 先生



販売名：エクストラクター PRO リトリーバル バルーン

医療機器認証番号：223ABBZX00018000

 内容はこちら

Trapezoid™ RX Case Report
『総胆管巨大積み上げ結石治療において Trapezoid™ RXが
有用であった一例』

久留米大学医学部内科学講座 消化器内科部門

岡部 義信 先生

『胆管走行異常に合併した総胆管結石に対して

Trapezoid™ RXを使用した一例』

岩手県立中央病院 内視鏡科

村上 晶彦 先生

販売名：トラペゾイド RX バスケットカテーテル

医療機器認証番号：221ABBZX00034000

 内容はこちら

添付文書の新規作成・改訂情報をご案内します。

【2012 年4 月25 日改訂（第4 版）】

Rigiflex™ IIニューマチックポンプ

　（販売名：リジフレックスII アカラシア／OTW ニューマチックポンプ）

    製造販売届出番号：13B1X00043000010　添付文書

【2012 年5 月 7 日作成（第2 版）】

Dreamwire™
　（販売名：ドリームワイヤー）

    医療機器認証番号：221ABBZX00240000　添付文書

【2012 年5 月 7 日改訂（第3 版）】

Hydra Jagwire™
　（販売名：ハイドラジャグワイヤー）

    医療機器認証番号：220ABBZX00040000　添付文書

Jagwire™
　（販売名：ジャグワイヤー）

    医療機器認証番号：220ABBZX00192000　添付文書



 詳しくはこちら

 詳しくはこちら

 詳しくはこちら

 詳しくはこちら

【2012 年5 月18 日改訂（第6 版）】

One Step Button™ （Push法用）

　（販売名：BSC ガストロストミーシステム）

    医療機器承認番号：20800BZY00854000　添付文書

One Step Button™ （Pull法用）

　（販売名：BSC ガストロストミーシステム）

    医療機器承認番号：20800BZY00854000　添付文書

Button™
　（販売名：BSC ガストロストミーシステム）

    医療機器承認番号：20800BZY00854000　添付文書

【2012 年5 月21 日改訂（第4 版）】

RigiflexII™
　（販売名：リジフレックスII アカラシア／ OTW）

    医療機器認証番号：219ABBZX00081000　添付文書

【2012 年6 月26 日作成（新様式第1 版）】

RX Needleknife XL™
　（販売名：RX ニードルナイフ XL）

    医療機器認証番号：224ABBZX00046000　添付文書

【2012 年 7 月27 日改訂（第3 版）】

Interject™
　（販売名：インタージェクト）

    医療機器認証番号：220ABBZX00196000　添付文書

Endoscopy Newsでは、全国の病院を訪問し、内視鏡室で日々ご活躍されている
皆様の現場の声をインタビューさせていただいています。

医療法人立川メディカルセンター 立川綜合病院 消化器内科

『外科医との綿密な連携と意欲あふれるチーム医療で

迅速かつ効果的な総合内視鏡診療を実現』

深谷赤十字病院 消化器科

『最良の医療を常に提供できる環境をつくるのは

医師と看護師の高いプロ意識と患者さんへの想い』

社会医療法人財団 石心会 川崎幸病院 内視鏡センター

『新病院誕生でさらに機能強化した内視鏡センターで

地域に信頼される質の高い医療を実践』

愛媛県立中央病院 消化器内科

『多数かつ広範な症例を背景に経験豊富なエキスパートによる

手厚い指導体制で次世代を担う優れた人材を育成』

財団法人 厚生年金事業振興団 九州厚生年金病院 内視鏡室

『高度専門医療を提供する地域支援型基幹病院として



 詳しくはこちら

 お客様情報確認・変更フォームはこちら

院内外の横断的な連携で患者利益の最大化を目指す』

お客様情報の確認・変更がウェブ上で可能になりました。

ご登録いただきましたお客様情報の確認・変更がウェブページ上で行え
ます。
Eメールアドレスの変更等の際にはこちらからご変更ください。

JapaneNews@bsci.com

『Endoscopy News』のバックナンバーはこちらから

・ このメールはボストン・サイエンティフィック社ホームページへご登録をいただいたお客様で、ご登録時に Eメールでの情報提供に同意されたお

客様へお送りしております。

・ 弊社からのメールをご希望にならない場合は、登録内容確認・変更用のパスワードを発行の上、配信停止画面よりお手続きください。

また、ご登録内容の変更につきましては、登録内容確認・変更用のパスワードを発行の上、登録内容変更画面からお手続きください。

ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社　　http://www.bostonscientific.jp
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